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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第3四半期 1,639,322 4.0 14,292 45.8 20,516 30.0 10,001 36.6
22年3月期第3四半期 1,576,763 7.0 9,800 △10.2 15,778 △4.5 7,322 3.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第3四半期 197.44 ―
22年3月期第3四半期 163.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 1,102,100 240,339 21.4 4,608.07
22年3月期 941,629 223,263 23.3 4,351.58

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  236,019百万円 22年3月期  219,189百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 44.00 ― 44.00 88.00
23年3月期 ― 44.00 ―
23年3月期 

（予想）
45.00 89.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,166,000 5.2 14,700 0.3 22,600 1.4 9,900 △5.7 194.91



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

当第３四半期連結累計期間において丹平中田株式会社を完全子会社とする株式交換の実施に伴い、新株発行（148,000株）および自己株式割当交
付（710,000株）、連結子会社が保有する丹平中田株式会社普通株式に割当した当社株式（7,021株）が変動しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲載されている将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は、
今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
２．業績予想に関する事項につきましては、【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 51,972,563株 22年3月期  51,824,563株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  753,899株 22年3月期  1,454,567株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 50,653,857株 22年3月期3Q  44,842,488株
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当第３四半期連結累計期間における国内経済は、新興国需要の増加や米国をはじめとする海外景気の改善に支え

られ持ち直しの動きがみられるものの、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状態にあります。 

医療用医薬品市場におきましては、昨年４月に薬価基準6.5％の引下げ改定とともに新薬創出・適用外薬解消等

促進加算制度が試行されました。前年流行した新型インフルエンザ関連の需要の反動があったものの生活習慣病薬

における新製品や抗がん剤が順調に推移したことにより、市場は1.6％程度伸長いたしました。 

当社グループは、新薬価制度下で適正利益を重視した取り組みに注力するとともに、物流センターの構築や基幹

システムの共同利用展開による効率経営、セルフメディケーション卸売事業の全国ネットワークの構築と事業基盤

の強化を推進してまいりました。 

当第３四半期連結累計期間の連結業績は、10月1日付で丹平中田株式会社（本社:大阪市中央区）を連結子会社と

したことも寄与し、売上高1兆6,393億22百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益142億92百万円（前年同期比

45.8％増）、経常利益205億16百万円（前年同期比30.0％増）、四半期純利益100億1百万円（前年同期比36.6％

増）となりました。 

  

各セグメントの取り組みと業績については、次のとおりであります。 

（医薬品等卸売事業） 

昨年４月に薬価基準の引下げが行われた中で、新製品や生活習慣病関連薬剤等の販売に注力するとともに、適正

利益を重視した取り組みと販売費及び一般管理費の一層の低減を推進いたしました。 

昨年10月には、アルフレッサグループとして未進出であった北海道に株式会社恒和薬品が「北海道営業統括部」

を新設し、医薬品等卸売事業の全国営業ネットワークの確立に向けた取り組みが前進いたしました。 

また、昨年９月には、株式会社小田島の新本社・物流センター（岩手県花巻市）が稼動し、同センターの稼動に

あわせてグループシステム構想に沿った基幹システムの共同利用がスタートいたしました。さらに、昨年末には、

アルフレッサ株式会社（本社：東京都千代田区）において首都圏全域をカバーする埼玉物流センター（埼玉県新座

市）が竣工し、本年２月から稼動を予定するなど、物流機能の高度化と効率化に向けた準備が整いました。 

セルフメディケーション卸売事業においては、昨年10月１日付で丹平中田株式会社（本社：大阪市中央区）を株

式交換により完全子会社といたしました。さらに、本年10月１日付でシーエス薬品株式会社のセルフメディケーシ

ョン卸売事業と丹平中田株式会社を事業統合し、さらなる事業基盤の強化を推進していく予定です。 

これらの結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は1兆6,268億55百万円（前年同期比4.0％増）、営業

利益は135億39百万円（前年同期比62.3％増）となりました。なお、売上高にはセグメント間の内部売上高3百万円

（前年同期比11.7％増）を含んでおります。 

  

（医薬品等製造事業） 

昨年８月にノバルティスファーマ株式会社（本社：東京都港区）から、うつ病・うつ状態治療剤／遺尿症治療剤

『トフラニール®錠10mg、同錠25mg』を製造販売承継したことによる売上寄与がありましたが、昨年４月に実施さ

れた薬価基準の引下げの影響やインフルエンザウイルス抗原検出試薬の売上減少により、厳しい状況で推移しまし

た。 

これらの結果、第３四半期連結累計期間の業績は、売上高186億30百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は3

億9百万円（前年同期比68.9％減）となりました。なお、売上高にはセグメント間の内部売上高61億59百万円（前

年同期比12.4％減）を含んでおります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報



１．連結財政状態の変動状況 

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して以下のとおりであります。 

  

（資産の部） 

総資産は、前連結会計年度末に比べ1,604億70百万円増加し、1兆1,021億円となりました。流動資産は、前連結

会計年度末に比べ1,410億54百万円増加し、9,279億31百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増

加801億28百万円、たな卸資産の増加292億12百万円、有価証券の増加269億93百万円、未収入金の増加96億7百万

円、現金及び預金の減少40億20百万円によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ194億16百万

円増加して1,741億68百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加67億2百万円、投資有価証券の増加

142億50百万円、繰延税金資産等の「投資その他の資産」その他の減少15億66百万円によるものであります。 

なお、丹平中田株式会社を連結子会社化したことにより増加した総資産は471億2百万円（流動資産430億12百万

円、固定資産40億89百万円）であります。 

（負債の部） 

総負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,433億95百万円増加し、8,617億60百万円となりました。流動

負債は1,381億64百万円増加し、8,279億13百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加1,406億

26百万円、その他流動負債の増加21億17百万円、賞与引当金の減少28億40百万円、未払法人税等の減少10億98百万

円、短期借入金の減少7億円によるものであります。固定負債は前連結会計年度末と比べ52億30百万円増加して338

億47百万円となりました。これは主に、繰延税金負債等のその他固定負債の増加48億68百万円によるものでありま

す。 

なお、丹平中田株式会社を連結子会社化したことにより増加した総負債は451億12百万円（流動負債443億25百万

円、固定負債7億86百万円）であります。 

（純資産の部） 

純資産は、170億75百万円増加し、2,403億39百万円となりました。これは主に、自己株式の減少27億9百万円、

その他有価証券評価差額金の増加82億42百万円、利益剰余金の増加59億51百万円によるものであります。 

  

２．連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、230億10百万円増加し1,183億41百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

なお、丹平中田株式会社を連結子会社化したことにより増加した資金は13億24百万円であります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は374億73百万円（前年同期は78億26百万円の減少）となりました。これは主に、

売上債権の増加額が491億67百万円、たな卸資産の増加額が236億64百万円、法人税等の支払が85億46百万円、なら

びに未収入金の増加が53億34百万円あった一方で、税金等調整前当期純利益190億59百万円、減価償却費53億6百万

円、のれん償却額が16億1百万円ならびに仕入債務の増加が994億80百万円あったことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は83億円（前年同期比191億58百万円減）となりました。これは主に、物流センタ

ーおよび支店の建築費用等の有形固定資産の取得による支出73億94百万円や他社製品の承継受入の対価である長期

前払費用の取得による支出10億40百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は74億97百万円（前年同期は242億37百万円の増加）となりました。これは主に、

配当金の支払額44億32百万円、短期借入金の純減少額23億50百万円ならびにリース債務の返済による支出10億39百

万円があったことによるものであります。 

  

売上高につきましては、医薬品等卸売事業において、昨年のインフルエンザ関連商品の需要増加の反動やジェネ

リック医薬品の進展等により市場の伸びが想定を下回って推移していること等により、前回予想を若干下回る見込

みとなりました。利益面につきましては、昨年４月の薬価改定および新薬創出・適用外薬解消等促進加算制度の試

行導入を踏まえ、薬価差縮小を目指し適正利益を重視した取り組みを継続してまいりましたが、販売先との価格交

渉が難航していること等により当初想定より売上総利益が減少するものと見込まれます。また当初計画していなか

った固定資産の減損損失の発生が見込まれること等により、営業利益、経常利益、当期純利益とも前回予想を下回

る結果となりました。なお、詳細につきましては、本日（平成23年２月４日）公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照下さい。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

① 一般債権（経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権）の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計

年度末において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

② たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

一部の連結子会社は、固定資産の減価償却費の算定方法として定率法を採用している場合において、当連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出しております。 

④ 法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要な

ものに限定する方法により算定しております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益が 百万円減少し、税金等調整前四半期純利

益が 百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円であ

ります。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

第３四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 84,614 88,635

受取手形及び売掛金 586,138 506,009

有価証券 56,048 29,054

商品及び製品 131,047 102,087

仕掛品 474 107

原材料及び貯蔵品 1,354 1,470

未収入金 60,850 51,242

その他 8,117 9,035

貸倒引当金 △714 △765

流動資産合計 927,931 786,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,694 30,175

土地 49,888 47,891

その他（純額） 9,081 8,895

有形固定資産合計 93,665 86,963

無形固定資産   

のれん 3,256 3,557

その他 4,724 4,105

無形固定資産合計 7,980 7,663

投資その他の資産   

投資有価証券 48,185 33,935

その他 29,294 30,860

貸倒引当金 △4,957 △4,669

投資その他の資産合計 72,522 60,126

固定資産合計 174,168 154,752

資産合計 1,102,100 941,629



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 801,613 660,986

短期借入金 3,403 4,103

1年内償還予定の社債 60 －

未払法人税等 4,085 5,184

賞与引当金 2,957 5,798

その他 15,792 13,675

流動負債合計 827,913 689,748

固定負債   

社債 30 －

長期借入金 3,709 3,507

退職給付引当金 14,948 14,818

その他 15,160 10,291

固定負債合計 33,847 28,616

負債合計 861,760 718,365

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,454 18,454

資本剰余金 84,205 84,204

利益剰余金 126,445 120,493

自己株式 △845 △3,554

株主資本合計 228,260 219,597

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,570 5,327

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 △5,778 △5,739

為替換算調整勘定 △32 3

評価・換算差額等合計 7,758 △408

少数株主持分 4,320 4,074

純資産合計 240,339 223,263

負債純資産合計 1,102,100 941,629



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,576,763 1,639,322

売上原価 1,470,133 1,525,327

返品調整引当金戻入額 902 911

返品調整引当金繰入額 859 937

売上総利益 106,673 113,968

販売費及び一般管理費 96,872 99,676

営業利益 9,800 14,292

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,055 1,200

受取情報料 3,669 3,743

その他 1,617 1,565

営業外収益合計 6,342 6,508

営業外費用   

支払利息 93 105

株式交付費 153 －

その他 117 179

営業外費用合計 364 284

経常利益 15,778 20,516

特別利益   

固定資産売却益 76 72

投資有価証券売却益 89 215

役員退職慰労引当金戻入額 43 －

退職給付制度改定益 － 18

抱合せ株式消滅差益 － 41

収用補償金 － 110

特別利益合計 210 457

特別損失   

固定資産売却損 111 63

固定資産除却損 181 225

減損損失 218 618

投資有価証券売却損 － 241

投資有価証券評価損 92 176

関係会社事業損失引当金繰入額 － 296

ゴルフ会員権評価損 16 8

退職給付制度改定損 157 －

特別退職金 37 98

役員退職慰労金 － 78

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 44

関係会社債権放棄損 － 36

段階取得に係る差損 － 26

システム移行費用 14 －

特別損失合計 828 1,914

税金等調整前四半期純利益 15,159 19,059



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 5,539 7,646

法人税等調整額 1,870 1,145

法人税等合計 7,410 8,791

少数株主損益調整前四半期純利益 － 10,267

少数株主利益 427 266

四半期純利益 7,322 10,001



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 15,159 19,059

減価償却費 4,461 5,306

減損損失 218 618

のれん償却額 1,567 1,601

段階取得に係る差損益（△は益） － 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △414 △309

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,893 △3,001

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78 △647

退職給付引当金の増減額（△は減少） △812 △288

受取利息及び受取配当金 △1,055 △1,200

支払利息 93 105

固定資産売却損益（△は益） 34 △9

固定資産除却損 181 225

退職給付制度改定損益（△は益） 157 △18

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △41

収用補償金 － △110

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 44

投資有価証券評価損益（△は益） 92 176

売上債権の増減額（△は増加） △74,806 △49,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,656 △23,664

未収入金の増減額（△は増加） △5,758 △5,334

仕入債務の増減額（△は減少） 83,011 99,480

その他 3,160 2,150

小計 △3,345 44,926

利息及び配当金の受取額 1,034 1,193

利息の支払額 △84 △100

退職給付制度改定に伴う支払額 △55 －

法人税等の支払額 △5,376 △8,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,826 37,473



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △350 △289

定期預金の払戻による収入 275 120

有価証券の取得による支出 △20,000 －

有形固定資産の取得による支出 △6,979 △7,394

有形固定資産の売却による収入 452 360

無形固定資産の取得による支出 △291 △885

長期前払費用の取得による支出 △19 △1,040

投資有価証券の取得による支出 △382 △446

投資有価証券の売却による収入 127 945

貸付けによる支出 △689 △77

貸付金の回収による収入 347 407

その他 50 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,458 △8,300

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 125 △2,350

長期借入れによる収入 500 616

長期借入金の返済による支出 △100 △264

リース債務の返済による支出 △585 △1,039

株式の発行による収入 28,295 －

自己株式の取得による支出 △4 △9

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △3,945 △4,432

少数株主への配当金の支払額 △48 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,237 △7,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,048 21,657

現金及び現金同等物の期首残高 94,803 95,330

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,324

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 28

会社分割による現金及び現金同等物の減少額 △19 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 83,735 118,341



該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上使用している区分および日本標準産業分類に基づき、事業形態を考慮して区分し

ております。 

２．各事業区分の主要製品 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

［海外売上高］ 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

［セグメント情報］ 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、取り扱う商品・製品について国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は、「医薬品等卸売事業」及び「医薬品等製造事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「医薬品等卸売事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具・材料等の卸販売をしております。「医薬

品等製造事業」は、医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具等の製造販売をしております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
医薬品等卸売
事業 
（百万円） 

医薬品等製造
事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客への売上高  1,564,194  12,569  1,576,763  －  1,576,763

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3  7,033  7,036 (7,036)  －

計  1,564,197  19,602  1,583,800 (7,036)  1,576,763

営業利益  8,341  993  9,334  465  9,800

事業区分 主要製品名 

医薬品等卸売事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具・材料、その他 

医薬品等製造事業 医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具、その他 



２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△ 百万円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

医薬品等 
卸売事業 

医薬品等 
製造事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高  1,626,851  12,470  1,639,322  －  1,639,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 3  6,159  6,163  (6,163)  －

計  1,626,855  18,630  1,645,485  (6,163)  1,639,322

セグメント利益  13,539  309  13,848  444  14,292

444 6,169

5,724

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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